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05061 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

48 メイショウホマレ 牝3黒鹿 54
52 △小沢 大仁松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 454± 01：47．8 2．5�

815 スパークルアイズ 牝3鹿 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478± 01：48．01� 2．4�

59 ア レ マ ー ナ 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 474－ 61：48．21� 10．3�

35 ドゥライトアルディ 牝3鹿 54
51 ▲原 優介安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 478－ 81：48．3� 21．2	

816 ローザロード 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心ディアレストクラブ� 加用 正 日高 シンボリ牧場 430＋ 21：48．93� 146．5


510 シゲルハナミザケ 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460－ 41：49．32� 6．3�

47 タイセイホリデー 牝3栗 54
53 ☆秋山 稔樹田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 432± 01：49．4� 298．3�

23 プライムチャーム 牝3鹿 54
51 ▲松本 大輝 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 新ひだか 萩澤 俊雄 474± 01：49．5� 12．2
713 アトラクティッド 牝3鹿 54 丸田 恭介山上 和良氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 436± 01：49．7� 203．9�
36 キューランブラー 牝3鹿 54 古川 吉洋ディアレストクラブ� 牧田 和弥 浦河 高岸 順一 418－161：50．02 215．2�
714 トーホウパラダイス 牝3栗 54 斎藤 新東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 480± 01：50．53 140．5�
11 レインボーミスト 牝3栗 54

50 ★永島まなみ吉田 照哉氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 550 ―1：50．92� 125．4�

612 ヤ マ ビ ジ ン 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 438－ 61：51．42� 76．5�

12 ベストフィーチャー 牝3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430－ 81：51．5� 60．1�

611 ジ ロ ロ ー ザ 牝3黒鹿54 城戸 義政岡田 牧雄氏 羽月 友彦 浦河 村下 清志 446＋ 21：51．6� 419．5�
24 プリンセスコゼット 牝3青鹿54 川又 賢治髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 430－ 21：52．45 514．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，210，200円 複勝： 54，896，700円 枠連： 12，076，100円
馬連： 49，130，500円 馬単： 26，549，600円 ワイド： 49，138，000円
3連複： 87，923，200円 3連単： 107，709，300円 計： 417，633，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（4－8） 220円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 140円 �� 440円 �� 420円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 302102 的中 � 95606（2番人気）
複勝票数 計 548967 的中 � 131233（2番人気）� 239071（1番人気）� 27544（5番人気）
枠連票数 計 120761 的中 （4－8） 41115（1番人気）
馬連票数 計 491305 的中 �� 155738（1番人気）
馬単票数 計 265496 的中 �� 39756（1番人気）
ワイド票数 計 491380 的中 �� 127864（1番人気）�� 22119（7番人気）�� 23731（6番人気）
3連複票数 計 879232 的中 ��� 82137（3番人気）
3連単票数 計1077093 的中 ��� 30300（6番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．0―13．2―12．9―12．7―12．9―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．8―43．0―55．9―1：08．6―1：21．5―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
8，10（3，9，16）－2（4，7，14）（6，15）13，1，11－5，12
8（10，9）（3，16，15）－（6，7，5）13，14（2，1）（11，12）4

2
4
8（3，10）9（2，16）－7（6，4，14）15，13，1，11，5，12
8，9（10，15）（3，16）5，7－（6，13）－（1，14）12，2－11－4

勝馬の
紹 介

メイショウホマレ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2021．10．9 阪神3着

2019．4．9生 牝3黒鹿 母 メイショウラグーナ 母母 ウィズストリングス 4戦1勝 賞金 11，000，000円

05062 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

23 サトノルフィアン 牡3鹿 56
55 ☆泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 504－ 41：48．1 8．3�

35 サンセットクラウド 牡3芦 56 横山 和生前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442－ 41：48．2クビ 2．3�

510 バーニングサン 牡3芦 56
54 △小沢 大仁長谷川光司氏 小林 真也 浦河 �川フアーム 464± 01：48．3� 5．8�

11 ノートルプロメス 牡3鹿 56
53 ▲角田 大和西村 憲人氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 500－ 41：48．4� 17．8�

815 ユ リ シ ー ズ �3芦 56 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 460－ 41：48．82� 9．7�
36 オーロロッソ 牡3栗 56 吉田 隼人 	シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 400＋ 4 〃 クビ 4．2

24 ニシノジャズ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 480＋ 41：49．22� 164．1�
12 エ ン バ ー ス 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 41：49．3� 119．5�
612 デルマセイレーン 牝3鹿 54

51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 440＋ 21：49．4クビ 58．6
48 ソーマレイオウ 牡3鹿 56 国分 恭介 MASAレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 500＋ 41：49．61� 19．1�
59 フェノメーヌ 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 418－ 2 〃 ハナ 235．5�
816 イーストリバー �3鹿 56 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 430－141：49．91� 47．9�
714 レ ア レ ア 牝3鹿 54 川又 賢治武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 01：50．0� 42．2�
47 サヴァンナナイツ 牡3鹿 56 丸田 恭介グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 444－ 21：50．42� 554．8�
713 ウインチャチャ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 444± 01：50．61� 286．6�
611 オンリーワンエルフ �3鹿 56

54 ◇藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 450＋ 61：51．98 92．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，380，600円 複勝： 41，719，000円 枠連： 9，977，500円
馬連： 41，007，300円 馬単： 19，840，700円 ワイド： 44，991，200円
3連複： 71，919，800円 3連単： 68，232，700円 計： 328，068，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 230円 � 140円 � 180円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，010円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 13，080円

票 数

単勝票数 計 303806 的中 � 28941（4番人気）
複勝票数 計 417190 的中 � 37984（5番人気）� 92786（1番人気）� 58669（3番人気）
枠連票数 計 99775 的中 （2－3） 11310（4番人気）
馬連票数 計 410073 的中 �� 28536（4番人気）
馬単票数 計 198407 的中 �� 5658（9番人気）
ワイド票数 計 449912 的中 �� 25517（4番人気）�� 10460（13番人気）�� 35158（2番人気）
3連複票数 計 719198 的中 ��� 23700（5番人気）
3連単票数 計 682327 的中 ��� 3782（32番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．6―12．4―11．9―11．9―11．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―36．1―48．5―1：00．4―1：12．3―1：24．0―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8
1
3

・（8，12）－（9，11）16，3－（6，14，15）4（7，13）10－（1，5）2・（8，12）（3，11，16）（9，15，6，5）－10（4，1）14（7，13，2）
2
4
8，12，9（11，16）3－15－6，14（4，13）（7，10）5，1，2・（8，12）3，5，16（15，6，10）9（11，4，1）2，7，13，14

勝馬の
紹 介

サトノルフィアン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2022．2．6 小倉8着

2019．5．10生 牡3鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 サヴァンナナイツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月27日まで平地競走に出走で

きない。

第２回 小倉競馬 第６日



05063 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

712 アスターヘキサゴン 牡3栗 56
53 ▲松本 大輝加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 464－ 4 59．9 2．7�

11 マーブルケイケー 牝3青鹿54 横山 和生下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 476± 01：00．21� 3．8�
711 ロサロッサーナ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B490－ 61：00．3クビ 11．2�
22 オーシンプラス 牡3黒鹿56 古川 吉洋大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 472± 01：00．4� 23．6�
34 ワンダークレイモア 牡3黒鹿56 吉田 隼人山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 480－ 2 〃 クビ 4．2�
814 コウユーママニニテ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 442＋ 61：00．61� 15．5�
33 アルティマボス 牡3黒鹿56 菱田 裕二	木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 510＋ 61：00．91� 36．1

69 オースミメッシーナ 牝3栗 54 川又 賢治�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 452 ― 〃 クビ 60．1�
45 メイショウモヒート 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 B496＋ 41：01．11� 141．3
46 マグネティズム 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心吉田 晴哉氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋ 21：01．31� 7．7�

58 ボンボレーロ 牡3黒鹿 56
55 ☆秋山 稔樹大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム B410－ 41：02．36 444．5�
813 フェスティヴメノコ 牝3鹿 54 丹内 祐次臼井義太郎氏 清水 英克 浦河 富田牧場 426± 01：02．61� 231．8�
57 ダンツクルーガー 牡3栗 56

53 ▲角田 大和山元 哲二氏 本田 優 新冠 竹中牧場 502＋ 21：02．7� 240．5�
610 チサトフェリーチェ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹松田 整二氏 新開 幸一 日高 前川 義則 460＋ 81：04．08 514．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，843，200円 複勝： 47，298，500円 枠連： 8，539，600円
馬連： 46，503，900円 馬単： 21，977，100円 ワイド： 47，158，900円
3連複： 75，371，600円 3連単： 86，443，200円 計： 369，136，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 150円 � 210円 枠 連（1－7） 510円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 290円 �� 440円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 7，380円

票 数

単勝票数 計 358432 的中 � 104761（1番人気）
複勝票数 計 472985 的中 � 104276（1番人気）� 82583（2番人気）� 47713（5番人気）
枠連票数 計 85396 的中 （1－7） 12831（2番人気）
馬連票数 計 465039 的中 �� 57015（2番人気）
馬単票数 計 219771 的中 �� 14800（2番人気）
ワイド票数 計 471589 的中 �� 45343（2番人気）�� 27171（4番人気）�� 14960（11番人気）
3連複票数 計 753716 的中 ��� 29197（4番人気）
3連単票数 計 864432 的中 ��� 8483（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．6―34．9―46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．3
3 11，12，3（2，1，6）－（4，13）14－9－（5，8）－7－10 4 11－12（1，3）（2，6）（4，14）－（9，13）5，8－7－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アスターヘキサゴン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．6．13 札幌3着

2019．4．21生 牡3栗 母 マリンフェスタ 母母 ロングチアーズ 8戦1勝 賞金 14，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チサトフェリーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月27日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ボンボレーロ号・フェスティヴメノコ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月27日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノシリフケ号

05064 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

68 インビジブルレイズ 牡8鹿 60 難波 剛健 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 482＋ 83：12．2 3．8�
710 アンブロジオ �7栗 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 23：12．3� 5．5�
33 メイショウユウスイ 牡4鹿 59 西谷 誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458－ 23：12．93� 2．7�
44 ブルベアペスカ 牡6栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 480－ 83：13．11� 24．8�
22 リ ア ム 牡5鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520－ 43：13．73� 23．5�
11 ピュアヒカリ �6鹿 60 上野 翔鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 452－ 23：14．01� 7．3	
55 エカテリンブルク 牡5青鹿60 北沢 伸也吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 516－ 43：14．53 8．7

56 � オノーレペスカ 牝6青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B432± 03：15．98 34．7�
79 エスタンピージャ 牝4鹿 57 蓑島 靖典 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 23：16．0� 196．3
812 ブルームラッシュ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 464＋ 23：17．06 25．7�
67 ランスオブプラーナ 牡6黒鹿60 中村 将之五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 43：17．52� 22．9�
811� マルカブレーブ 牡5黒鹿60 小坂 忠士日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 460－143：19．7大差 217．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，603，900円 複勝： 29，592，600円 枠連： 6，740，900円
馬連： 34，853，200円 馬単： 16，581，900円 ワイド： 32，321，800円
3連複： 71，459，000円 3連単： 79，206，100円 計： 292，359，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 120円 枠 連（6－7） 1，010円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 500円 �� 320円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 216039 的中 � 44339（2番人気）
複勝票数 計 295926 的中 � 48048（2番人気）� 39911（3番人気）� 74149（1番人気）
枠連票数 計 67409 的中 （6－7） 5149（4番人気）
馬連票数 計 348532 的中 �� 19043（5番人気）
馬単票数 計 165819 的中 �� 4944（8番人気）
ワイド票数 計 323218 的中 �� 15345（5番人気）�� 26700（1番人気）�� 25741（2番人気）
3連複票数 計 714590 的中 ��� 36663（1番人気）
3連単票数 計 792061 的中 ��� 6416（14番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．9－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
1，10，3（9，4）－8，5－（11，6）－2－7－12・（1，10）－3－4（8，5）－9－2－6＝（11，12）－7

�
�
1，10，3－（9，4）（8，5）－11，6，2－12，7
10，1，3－8，4－5－（9，2）＝6＝12，11－7

勝馬の
紹 介

インビジブルレイズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．1．22 中京3着

2014．4．28生 牡8鹿 母 クレバースプリント 母母 スギノプリンセス 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 リアム号の騎手草野太郎は，2周目向正面での御法（鞭の使用）について戒告。



05065 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第5競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12時10分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

23 ゲンパチレオニダス 牡3黒鹿56 荻野 極平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 前川 勝春 484± 01：09．1 3．5�
36 ミズノコキュウ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 418＋ 61：09．31� 3．7�
24 � シュガーフロート 牝3芦 54

53 ☆泉谷 楓真�ヒダカファーム高柳 大輔 米 Hidaka Farm 398－ 21：09．51� 3．0�
510� マーナーパス 牡3鹿 56 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Tinnakill

Bloodstock 466± 01：09．82 16．3�
12 レッドベスティア 牡3栗 56 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 谷川牧場 B436－ 21：09．9� 16．8	
59 ジョーリベリカ 牡3栗 56 城戸 義政上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 458 ―1：10．0クビ 74．5

11 メイショウアルル 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 402－ 41：10．21� 36．3�
35 パウダリースノー 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466－ 81：10．41� 36．7

612 ルクスリリー 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子�ルクス 松永 幹夫 新ひだか 千代田牧場 390－121：10．71� 69．9�

817 フェリシタシオネス 牝3栗 54 斎藤 新ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 2 〃 ハナ 102．5�

611 プロティオスミノル 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 434 ―1：10．8� 11．0�

48 シャイニーポケット 牡3黒鹿56 横山 和生小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 532－ 8 〃 ハナ 33．1�
715 ダイメイクロフネ 牝3芦 54

53 ☆秋山 稔樹宮本 孝一氏 本間 忍 日高 横井 哲 472－ 41：10．9� 74．4�
714 ヒールズユアペイン 牡3鹿 56 水口 優也�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 472＋ 41：11．21� 447．2�
47 フレンドプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 422－121：11．3� 222．0�
816 ニシノマンテン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介西山 茂行氏 青木 孝文 新冠 中山 高鹿康 438± 01：11．4クビ 180．5�
818 ニシノランディ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 434－ 41：12．25 86．5�
713 キーファイン 牝3鹿 54 加藤 祥太北前孔一郎氏 藤沢 則雄 新冠 大林ファーム 406＋ 21：12．83� 424．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，807，700円 複勝： 44，195，400円 枠連： 15，918，100円
馬連： 46，083，300円 馬単： 23，013，600円 ワイド： 53，889，300円
3連複： 90，571，400円 3連単： 92，601，400円 計： 397，080，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（2－3） 320円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 270円 �� 200円 �� 210円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 3，610円

票 数

単勝票数 計 308077 的中 � 68731（2番人気）
複勝票数 計 441954 的中 � 90092（2番人気）� 64752（3番人気）� 122481（1番人気）
枠連票数 計 159181 的中 （2－3） 37737（1番人気）
馬連票数 計 460833 的中 �� 49360（3番人気）
馬単票数 計 230136 的中 �� 13533（4番人気）
ワイド票数 計 538893 的中 �� 45471（3番人気）�� 72521（1番人気）�� 65220（2番人気）
3連複票数 計 905714 的中 ��� 112260（1番人気）
3連単票数 計 926014 的中 ��� 18550（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．8―46．3―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 3，10，2（6，11，13，18）（1，7，17）（4，16）（9，15，12）－5（14，8） 4 3（2，10）6（1，4，11）（7，17，13，18）9（5，15，16）12（14，8）

勝馬の
紹 介

ゲンパチレオニダス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．10．17 東京6着

2019．4．13生 牡3黒鹿 母 ドリーミートーツ 母母 ロ ー ズ バ ド 5戦1勝 賞金 7，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノランディ号・キーファイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月27日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エンジェルシリカ号・ドキ号

05066 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時40分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

11 マイネルクリソーラ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：00．2 19．5�

22 ストップザタイム 牡3栗 56 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526 ―2：00．51� 9．1�

57 ニシノクレセント 牡3鹿 56 浜中 俊西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 510± 0 〃 ハナ 4．6�
710 カルチェリノイオリ 牝3黒鹿54 丸田 恭介海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 434－ 6 〃 クビ 47．1�
45 ブロンドケリー 牡3栗 56

54 △小沢 大仁水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 高橋 義浩 458－ 22：00．82 94．3�
44 レアルタッド 牡3鹿 56 斎藤 新吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 498＋ 62：01．01� 78．4	
68 メイショウブレゲ 牡3栗 56 横山 和生松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 462－ 22：01．1クビ 1．9

33 スマートキングダム 牡3鹿 56 荻野 極大川 徹氏 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 504－122：01．31� 5．9�
69 プリマヴィータ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹近藤 克麿氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426± 02：01．4� 7．9�
812 ウイングラドナス 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 安平 �橋本牧場 460－ 22：01．61� 222．8
56 ベッロジョヴァンニ 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝加藤 裕司氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B456± 02：02．23� 41．4�
813 アカクマドリ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 松田牧場 452＋ 22：03．47 307．1�
711 ゼンダンクラージュ 牡3栗 56 勝浦 正樹渡邊 善男氏 村田 一誠 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK B482－ 22：03．82� 651．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，674，400円 複勝： 40，708，900円 枠連： 7，944，400円
馬連： 38，782，300円 馬単： 20，276，100円 ワイド： 40，758，000円
3連複： 65，748，000円 3連単： 79，688，400円 計： 328，580，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 290円 � 330円 � 180円 枠 連（1－2） 4，810円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 15，100円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 960円 �� 800円

3 連 複 ��� 7，090円 3 連 単 ��� 77，230円

票 数

単勝票数 計 346744 的中 � 14155（6番人気）
複勝票数 計 407089 的中 � 33930（5番人気）� 29379（6番人気）� 68070（2番人気）
枠連票数 計 79444 的中 （1－2） 1279（15番人気）
馬連票数 計 387823 的中 �� 4467（19番人気）
馬単票数 計 202761 的中 �� 1007（38番人気）
ワイド票数 計 407580 的中 �� 6481（19番人気）�� 10962（11番人気）�� 13324（8番人気）
3連複票数 計 657480 的中 ��� 6952（22番人気）
3連単票数 計 796884 的中 ��� 748（212番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．3―12．2―12．5―12．4―12．3―12．3―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．9―34．2―46．4―58．9―1：11．3―1：23．6―1：35．9―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．6
1
3

・（6，7，9）－（3，13）8－1，4－12，5－（2，10）11
7（9，3）（1，13，8）4，6（5，10）12，2－11

2
4
・（7，9）6（3，13）8－1，4－12，5（2，10）－11
7（1，9，3，8）（4，10）（5，13，2）－12，6－11

勝馬の
紹 介

マイネルクリソーラ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2021．8．15 札幌4着

2019．2．28生 牡3栗 母 マイネトゥインクル 母母 マイネブリリアン 4戦1勝 賞金 7，340，000円



05067 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第7競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

12 ラグラスドシエル 牝4黒鹿 54
50 ★永島まなみ KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 444－101：47．0 16．5�
47 ディーエスボンバー 牡4黒鹿56 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 500＋ 41：47．31� 17．9�
612 オーホンブリック 牡4鹿 56

53 ▲角田 大和�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ B506± 0 〃 クビ 129．5�

815� パリスデージー 牝5黒鹿55 斎藤 新松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：47．4クビ 53．8�
611� ガ ム ラ ン 牡4栗 56 勝浦 正樹ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 514± 01：47．61� 8．1�
11 � マサカウマザンマイ 牡4鹿 56

53 ▲原 優介鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 476－ 4 〃 クビ 22．3	
59 � キットサクラサク 牡5栗 57

56 ☆秋山 稔樹塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 B480－ 21：47．7クビ 30．1

36 ヒルノブルージュ 牡5黒鹿57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 504＋ 2 〃 クビ 4．3�
510	 アランチャアミーゴ 
5栗 57

56 ☆亀田 温心早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe
Thoroughbreds B492＋ 31：47．8クビ 6．0�

713 ゴ ム マ リ 牝7黒鹿55 国分 恭介田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 482－12 〃 クビ 100．2
35 パイプライナー 牡5芦 57 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 516＋ 21：47．9クビ 6．5�
24 テンウォークライ 牡4栗 56 原田 和真天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 482＋ 2 〃 クビ 15．9�
816 タイセイポジション 牡4栗 56

53 ▲松本 大輝田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：48．11 190．3�
48 セブンサミット 牡4青鹿56 菱田 裕二 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：48．21 3．6�
714� メモリーエアシップ 牡4鹿 56

54 △小沢 大仁�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 458＋ 61：48．41 234．2�
23 アドマイヤリーブラ 牡6栗 57 丸田 恭介近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：50．5大差 231．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，215，400円 複勝： 47，455，600円 枠連： 9，882，700円
馬連： 41，984，900円 馬単： 18，463，900円 ワイド： 49，282，500円
3連複： 76，184，800円 3連単： 78，286，800円 計： 353，756，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 460円 � 500円 � 2，310円 枠 連（1－4） 1，360円

馬 連 �� 7，260円 馬 単 �� 13，880円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 20，030円 �� 15，670円

3 連 複 ��� 226，740円 3 連 単 ��� 1，135，150円

票 数

単勝票数 計 322154 的中 � 15613（7番人気）
複勝票数 計 474556 的中 � 28551（6番人気）� 26322（7番人気）� 4942（13番人気）
枠連票数 計 98827 的中 （1－4） 5606（5番人気）
馬連票数 計 419849 的中 �� 4478（31番人気）
馬単票数 計 184639 的中 �� 997（57番人気）
ワイド票数 計 492825 的中 �� 4799（32番人気）�� 630（88番人気）�� 806（80番人気）
3連複票数 計 761848 的中 ��� 252（324番人気）
3連単票数 計 782868 的中 ��� 50（1623番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―11．9―13．0―12．6―12．5―12．7―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．1―43．1―55．7―1：08．2―1：20．9―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．8
1
3
10，12（6，9）（7，14）（2，15）5（4，11）16，1（13，8）3
10，12（6，9）（7，14，15）11（1，2）（5，4，8）16，13－3

2
4
10，12（6，9）14，7（2，15）5－4，11，1（16，8）13，3
10，12，6（9，15）（7，14，11）1（16，2，8）（5，4）13－3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラグラスドシエル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．5 新潟6着

2018．4．16生 牝4黒鹿 母 センノメグミ 母母 タイフウジョオー 20戦2勝 賞金 21，890，000円

05068 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

818 ファイアダンサー 牝4青鹿55 丹内 祐次ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 41：09．0 3．9�

59 ダブルアンコール 牝5鹿 55 水口 優也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：09．31� 5．0�
47 オメガハートクィン 牝6黒鹿55 菱田 裕二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 � 6．6�
510 フ ァ タ リ テ 牡6鹿 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 448＋ 21：09．51� 15．5�
23 � アルバリーニョ 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 444＋151：09．6� 45．3�
714 アセンダント 牝6鹿 55

52 ▲松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 470＋ 4 〃 アタマ 14．7	

612 モズマンジロウ 	4鹿 57 吉田 隼人 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 442－ 41：09．7� 10．2

36 タケルジャック 牡4青鹿 57

55 △小沢 大仁森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 464－12 〃 アタマ 15．9�
713� ワンダーヘイルネス 	6鹿 57

56 ☆亀田 温心山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 490－ 41：09．8クビ 19．4�
611 クローズネスト 牝4芦 55 横山 和生飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 430± 01：09．9� 36．7
12 � ホウオウエンジェル 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 472－ 2 〃 ハナ 5．7�
35 エスジープリンセス 牝4芦 55

54 ☆秋山 稔樹後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B474＋10 〃 ハナ 47．4�
11 アピテソーロ 牡5青鹿57 丸田 恭介了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム B508＋151：10．0� 175．4�
24 メルテッドハニー 牝5黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 400± 01：10．1� 129．9�
48 ニシノエルサ 牝4芦 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 456＋ 81：10．2� 164．0�
816 ジュノエスク 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 454－101：10．31 144．7�
817 ルルルージュ 牝4鹿 55

52 ▲原 優介的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 472± 01：10．4� 33．3�
715 セレッソフレイム 牝4栗 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 450＋201：10．5� 237．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，107，500円 複勝： 49，894，800円 枠連： 12，501，900円
馬連： 55，581，000円 馬単： 22，917，900円 ワイド： 59，459，400円
3連複： 106，093，900円 3連単： 93，350，800円 計： 431，907，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 170円 � 220円 枠 連（5－8） 760円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 450円 �� 600円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 14，530円

票 数

単勝票数 計 321075 的中 � 64610（1番人気）
複勝票数 計 498948 的中 � 89074（1番人気）� 80777（2番人気）� 51785（4番人気）
枠連票数 計 125019 的中 （5－8） 12590（1番人気）
馬連票数 計 555810 的中 �� 38931（1番人気）
馬単票数 計 229179 的中 �� 7651（2番人気）
ワイド票数 計 594594 的中 �� 34887（1番人気）�� 25254（3番人気）�� 18540（8番人気）
3連複票数 計1060939 的中 ��� 23795（3番人気）
3連単票数 計 933508 的中 ��� 4656（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．5―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―46．3―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．2
3 9，18（7，11）14（10，15，17）（3，13）（2，6，12）（4，16）（1，8）5 4 ・（9，18）（7，11）（10，14）（3，13，15，17）（2，6，12）（1，4）（5，16）8

勝馬の
紹 介

ファイアダンサー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2020．10．3 中山2着

2018．3．7生 牝4青鹿 母 エンジェヌー 母母 ステージスクール 15戦2勝 賞金 30，230，000円
〔制裁〕 ファイアダンサー号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タツリュウオー号



05069 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第9競走 ��
��1，700�ネ モ フ ィ ラ 賞

発走14時15分 （ダート・右）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

12 テーオードレフォン 牡3栗 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 Wing Farm 488＋ 21：47．2 8．0�
36 コパノニコルソン 牡3栗 56 亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 510－ 8 〃 クビ 4．5�
815 グランブリッジ 牝3鹿 54 小沢 大仁サイプレスホール

ディングス合同会社 新谷 功一 新ひだか 金舛 幸夫 438＋ 41：47．52 33．2�
714 エ ル バ リ オ 牡3鹿 56 横山 和生 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B518＋ 41：48．13� 8．6�
713 ヒデノレインボー 牡3鹿 56 丹内 祐次大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 474－ 41：48．3� 49．0�
35 ナッカーフェイス 牡3鹿 56 藤田菜七子 STレーシング 北出 成人 新冠 オリエント牧場 448＋ 8 〃 クビ 16．4	
23 バ ル ム ン ク 牡3栗 56 藤懸 貴志兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 B506－ 8 〃 ハナ 45．5

47 スピリトーゾ 牡3黒鹿56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新ひだか 今 牧場 482＋12 〃 アタマ 7．0�
48 レリジールダモーレ 牝3栗 54 斎藤 新 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 ハナ 34．5
59 オ リ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 484± 01：48．61� 4．6�
24 サーティファイド 牡3鹿 56 川又 賢治安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 484＋ 81：49．02� 145．7�
612 ペプチドアケボシ 牡3黒鹿56 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 464＋ 4 〃 クビ 6．5�
510 クラーベドラド 牡3青鹿56 荻野 極 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：49．21 23．5�
816 ミヤジネズコ 牝3黒鹿54 吉田 隼人曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 516＋101：50．26 57．9�
611 レ ガ ー ミ 牝3芦 54 	島 良太名古屋友豊� 木原 一良 浦河 辻 牧場 492－ 21：50．3� 28．1�
11 グッドグロウス 牡3鹿 56 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 468± 01：52．2大差 64．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，236，400円 複勝： 67，784，000円 枠連： 14，877，000円
馬連： 69，145，900円 馬単： 27，190，100円 ワイド： 74，792，200円
3連複： 128，130，300円 3連単： 120，579，500円 計： 547，735，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 170円 � 590円 枠 連（1－3） 1，460円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，930円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 16，040円 3 連 単 ��� 68，940円

票 数

単勝票数 計 452364 的中 � 44844（5番人気）
複勝票数 計 677840 的中 � 71952（3番人気）� 123090（1番人気）� 23722（10番人気）
枠連票数 計 148770 的中 （1－3） 7890（8番人気）
馬連票数 計 691459 的中 �� 27657（5番人気）
馬単票数 計 271901 的中 �� 5890（9番人気）
ワイド票数 計 747922 的中 �� 27828（5番人気）�� 6386（35番人気）�� 7080（28番人気）
3連複票数 計1281303 的中 ��� 5988（56番人気）
3連単票数 計1205795 的中 ��� 1268（206番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―11．5―12．7―13．3―13．1―13．2―13．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．0―41．7―55．0―1：08．1―1：21．3―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．1
1
3
3，16－（5，11）6，1，12，9－10（4，2）15（13，14）8，7
3（16，11，6）（5，9，14）（4，2，12，1）（13，15，7，10，8）

2
4
3－16－（5，11，6）－1（9，12）－（2，10）（4，15）14，13－8，7
3（5，16，11，6，14）（4，9，2，12，8）（13，15）7－（1，10）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオードレフォン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．11．6 阪神1着

2019．4．11生 牡3栗 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 3戦2勝 賞金 18，414，000円
〔制裁〕 オリ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

テーオードレフォン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウツガミネ号
（非抽選馬） 1頭 フォーワンセルフ号

05070 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第10競走 ��2，600�
い な さ や ま

稲 佐 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

56 � マベルロンジュ 牝5栗 55 横山 和生落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B464＋ 22：38．9 2．8�
55 マイネルジャッカル 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 清水 小野瀬 竜馬 474± 02：39．11� 3．5�
710 シルキーヴォイス 牡4栗 56 泉谷 楓真金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 B480± 0 〃 クビ 5．9�
22 アイスジェイド 牡5鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：39．31� 16．4�
68 デスティノアーラ 牝4鹿 54 斎藤 新 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B416－ 22：39．61� 16．0	
11 カガジャスティス 牡5鹿 57 丸田 恭介香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 522－102：39．91	 47．0

33 レ ナ ト ゥ ス 牡4鹿 56 秋山 稔樹岡田 牧雄氏 松山 将樹 新冠 小泉 学 462＋202：40．11� 224．1�
79 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 22：40．52� 8．6�
67 マイネルクロンヌ 牡5鹿 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 508± 02：40．71� 12．8
44 シエラネバダ 
7芦 57 小沢 大仁金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502－ 42：40．8� 66．8�
812� レ ヴ ォ リ オ 牡4鹿 56 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド B476－ 22：41．11	 10．3�
（11頭）

811 デルマラッキーガイ 牡5黒鹿57 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 484－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，807，800円 複勝： 42，800，100円 枠連： 14，710，800円
馬連： 50，385，000円 馬単： 21，820，000円 ワイド： 46，282，600円
3連複： 70，193，500円 3連単： 87，628，300円 計： 363，628，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（5－5） 710円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，400円

票 数

単勝票数 差引計 298078（返還計 27702） 的中 � 82309（1番人気）
複勝票数 差引計 428001（返還計 50238） 的中 � 107379（1番人気）� 76130（2番人気）� 65652（3番人気）
枠連票数 差引計 147108（返還計 2182） 的中 （5－5） 15977（3番人気）
馬連票数 差引計 503850（返還計114283） 的中 �� 66070（1番人気）
馬単票数 差引計 218200（返還計 48303） 的中 �� 18134（1番人気）
ワイド票数 差引計 462826（返還計113912） 的中 �� 64757（1番人気）�� 40870（2番人気）�� 23882（4番人気）
3連複票数 差引計 701935（返還計303901） 的中 ��� 45478（1番人気）
3連単票数 差引計 876283（返還計372973） 的中 ��� 18641（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―11．6―12．3―12．4―12．7―13．2―12．5―12．0―11．9―12．1―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．0―35．6―47．9―1：00．3―1：13．0―1：26．2―1：38．7―1：50．7―2：02．6―2：14．7―2：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．2―3F36．3
1
�
12，10（2，7）（5，9）6（8，4）－1－3・（12，10）（5，7，6）（1，2，8，4）9，3

2
�
12，10（2，7，6）（9，4）5，8－1－3
10，12（5，6）8，1（7，2）（3，9，4）

勝馬の
紹 介

�マベルロンジュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム

2017．3．14生 牝5栗 母 タイキマドレーヌ 母母 ウェルシュマフィン 15戦1勝 賞金 21，316，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 デルマラッキーガイ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。



05071 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

しものせき

下関ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

36 トップオブメジャー 牡6栗 57 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 辻野 泰之 千歳 社台ファーム B496± 01：07．4 29．8�
24 オメガラヴィサン �7鹿 57 横山 和生原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B478＋ 21：07．61
 6．2�
612 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 57 丹内 祐次吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496± 01：07．92 22．1�
11 オルダージュ �6黒鹿57 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 480－ 81：08．0� 105．4�
35 カワキタアジン 牝5鹿 55 泉谷 楓真川島 徹郎氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 504－101：08．21
 22．0�
12 マ リ ー ナ 牝4青鹿55 川須 栄彦三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 2 〃 アタマ 7．5	
23 グ ラ ン レ イ 牡5鹿 57 藤懸 貴志名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 466－ 6 〃 アタマ 4．1

715 ナンヨーアミーコ �9栗 57 秋山 稔樹中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 アタマ 130．2�
59 テイエムイダテン 牡5鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 B478－ 81：08．4� 30．8�
818 ミニオンペール 牝6鹿 55 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 478± 0 〃 アタマ 54．2
713 フ ォ ド ラ 牝4鹿 55 斎藤 新吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 404± 0 〃 クビ 38．5�
816 ダノンシティ 牡6鹿 57 浜中 俊�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 494－ 41：08．6� 4．8�
611 オースミカテドラル 牡6鹿 57 菱田 裕二�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 クビ 25．2�
48 メメントモリ 牝5鹿 55 荻野 極吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：08．7アタマ 17．0�
47  クリノアリエル 牝7青 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B426－10 〃 クビ 57．8�
817 ビ ア イ 牝5青鹿55 亀田 温心副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B506± 01：08．8クビ 37．1�
714 サトノファビュラス 牝5鹿 55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 426－ 41：09．01
 8．9�
510 テーオーマルクス 牡5鹿 57 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 498－ 21：09．53� 25．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 75，757，100円 複勝： 99，115，000円 枠連： 52，430，500円
馬連： 220，547，500円 馬単： 77，452，200円 ワイド： 172，051，000円
3連複： 422，221，500円 3連単： 404，641，500円 計： 1，524，216，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，980円 複 勝 � 1，240円 � 320円 � 700円 枠 連（2－3） 2，070円

馬 連 �� 13，980円 馬 単 �� 31，510円

ワ イ ド �� 4，450円 �� 12，350円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 81，630円 3 連 単 ��� 542，260円

票 数

単勝票数 計 757571 的中 � 20291（11番人気）
複勝票数 計 991150 的中 � 19307（15番人気）� 92442（5番人気）� 35826（9番人気）
枠連票数 計 524305 的中 （2－3） 19582（10番人気）
馬連票数 計2205475 的中 �� 12221（51番人気）
馬単票数 計 774522 的中 �� 1843（110番人気）
ワイド票数 計1720510 的中 �� 9955（55番人気）�� 3548（108番人気）�� 20644（20番人気）
3連複票数 計4222215 的中 ��� 3879（250番人気）
3連単票数 計4046415 的中 ��� 541（1519番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．7―11．1―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．2―44．3―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．2
3 ・（1，4）2，9（6，10）（8，11，13）（14，17）12（5，7，16，18）3－15 4 ・（1，4）（6，2）9，11（8，10）（12，5，13，14，17）（3，7，16）18，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トップオブメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pure Prize デビュー 2019．1．14 京都3着

2016．2．10生 牡6栗 母 カウガールズドントクライ 母母 Emphatic Style 17戦4勝 賞金 54，934，000円
〔騎手変更〕 テイエムイダテン号の騎手中井裕二は，新型コロナウイルス感染拡大予防のため国分恭介に変更。
〔その他〕 メメントモリ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グレイトゲイナー号
（非抽選馬） 1頭 マウンテンムスメ号

05072 2月27日 晴 良 （4小倉2） 第6日 第12競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

23 ウインミニヨン 牝4栗 54 横山 和生�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 420± 01：59．5 3．3�
35 エニシノウタ 牝4黒鹿54 吉田 隼人岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 444＋ 2 〃 クビ 6．6�
36 レットミーアウト 牝5黒鹿55 斎藤 新 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B484＋ 6 〃 ハナ 108．6�
612 キュンストラー 牝4芦 54

51 ▲松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 402± 01：59．6� 81．8�
714 ヒットザシーン 牝4黒鹿 54

52 △小沢 大仁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 2 〃 クビ 9．1�

713 スウィートブルーム 牝4鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B426－101：59．7アタマ 12．3	

11 レディアリエス 牝4鹿 54 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 474－ 41：59．91� 4．5

12 � キ ヨ ラ 牝4鹿 54 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 468－ 4 〃 クビ 59．9�
24 シャインユニバンス 牝4鹿 54 原田 和真亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 424± 02：00．0クビ 121．5�
59 � クリノサンシャイン 牝5鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 434－ 42：00．21� 254．4
815 フ ォ レ ス タ 牝4鹿 54

51 ▲角田 大和 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 422＋ 22：00．3� 5．4�
47 ローズパルファン 牝5鹿 55 荻野 極 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 432－ 22：00．4� 62．3�
611 ミスカイウラニ 牝4鹿 54

50 ★永島まなみ諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 440－ 22：00．82� 104．1�
816 ガンバンテイン 牝4芦 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 4 〃 クビ 54．8�
510 ネ グ ロ ー ニ 牝4黒鹿54 川須 栄彦亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 42：01．54 9．9�
48 コンフィアンス 牝4鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 444± 02：01．6� 88．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，471，500円 複勝： 85，809，000円 枠連： 24，184，100円
馬連： 116，388，300円 馬単： 46，239，800円 ワイド： 107，653，700円
3連複： 200，311，000円 3連単： 215，482，200円 計： 860，539，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 200円 � 1，860円 枠 連（2－3） 870円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 350円 �� 5，490円 �� 7，570円

3 連 複 ��� 26，790円 3 連 単 ��� 96，910円

票 数

単勝票数 計 644715 的中 � 153455（1番人気）
複勝票数 計 858090 的中 � 168686（1番人気）� 119473（4番人気）� 8374（15番人気）
枠連票数 計 241841 的中 （2－3） 21316（2番人気）
馬連票数 計1163883 的中 �� 105560（1番人気）
馬単票数 計 462398 的中 �� 25205（1番人気）
ワイド票数 計1076537 的中 �� 89566（1番人気）�� 4671（46番人気）�� 3374（65番人気）
3連複票数 計2003110 的中 ��� 5607（61番人気）
3連単票数 計2154822 的中 ��� 1612（269番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．8―12．5―12．2―11．9―11．8―11．8―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．1―47．6―59．8―1：11．7―1：23．5―1：35．3―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0
1
3
10，13（1，16）（3，15）（2，7）（5，12）4，14（9，11）－（6，8）・（10，13）（1，3，16，6）（2，5，15）（7，12）（9，4，14，11，8）

2
4
10（1，13）16（3，15）（2，7）（5，12）（4，14）（9，11）（6，8）
13（10，3，6）（1，16）（2，5，15）12（9，7，14）4，11－8

勝馬の
紹 介

ウインミニヨン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．8．2 新潟3着

2018．3．13生 牝4栗 母 ヒカルラブリーアイ 母母 ポンパドール 16戦2勝 賞金 24，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※キュンストラー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（4小倉2）第6日 2月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

183，540，000円
4，320，000円
22，040，000円
1，560，000円
23，550，000円
76，598，000円
5，768，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
463，115，700円
651，269，600円
189，783，600円
810，393，100円
342，322，900円
777，778，600円
1，466，128，000円
1，513，850，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，214，641，700円

総入場人員 4，068名 （有料入場人員 2，920名）



令和4年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，035頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，244，480，000円
25，920，000円
124，640，000円
10，000，000円
158，160，000円
446，736，000円
34，693，500円
9，936，000円

勝馬投票券売得金
2，597，707，500円
3，743，377，900円
1，060，867，300円
4，673，619，400円
1，955，818，500円
4，356，548，000円
8，428，768，900円
8，920，395，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 35，737，102，600円

総入場延人員 19，749名 （有料入場延人員 13，877名）
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